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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 3,867 7.6 30 ― 31 ― 5 ―

21年3月期 3,595 △27.0 △264 ― △356 ― △783 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 0.74 ― 0.1 0.4 0.8
21年3月期 △100.94 ― △14.8 △4.5 △7.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 7,329 4,761 65.0 615.08
21年3月期 7,299 4,726 64.8 610.61

（参考） 自己資本   22年3月期  4,761百万円 21年3月期  4,726百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 254 △42 △251 610
21年3月期 684 △83 △213 640

2.  配当の状況 

（注）平成23年３月期の配当予想額につきましては、未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

2,010 33.2 24 ― 11 ― 7 ― 0.98

通期 4,260 10.2 187 516.3 160 408.9 152 ― 19.71
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、21ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 7,800,000株 21年3月期 7,800,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  58,800株 21年3月期  58,800株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 3,858 7.7 79 ― 79 ― 53 ―

21年3月期 3,583 △27.0 △355 ― △401 ― △828 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 6.96 ―

21年3月期 △106.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 7,666 4,987 65.1 644.29
21年3月期 7,471 4,922 65.9 635.84

（参考） 自己資本 22年3月期  4,987百万円 21年3月期  4,922百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1. 業績予想につきましては、現時点における合理的と判断するデータに基づいて作成しており、様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績は予
想数値と異なる可能性があります。 
2. 平成23年３月期の配当予想につきましては、事業環境に不透明感が残ることから、今後の業績推移等を勘案し、決定しだい速やかに開示するものとい
たします。 
 
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

2,010 33.5 5 ― △5 ― △9 ― △1.22

通期 4,260 10.4 133 68.7 111 40.1 103 92.3 13.40
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①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、各国政府の積極的な財政刺激策の影響や、中国を含む新興

国の経済成長に牽引され、輸出を中心として緩やかな回復基調となりましたが、長期化が予想される

デフレの影響や、雇用・設備に依然として過剰感が残るなど自律回復力の乏しい展開となりました。 

 半導体業界におきましては、リーマンショック後の急激な生産調整により総崩れの様相を呈してお

りましたが、国内外の消費刺激策が奏効し、パソコンや薄型テレビ、多機能携帯電話といった民生機

器用を中心に需要が回復し、中国やインドなどの新興国を中心に販売が堅調に推移したことから、主

要部品の価格が底入れから上昇に転じ、デバイスメーカー各社の稼働率は上昇に転じました。  

 このような状況のもと、半導体製造装置に使われる当社グループ製品への引き合いは、海外向け製

品を中心に回復に転じたことから、受注高は前連結会計年度比55.4％と大幅に増加し4,667百万円と

なりました。さらに固定費の削減に加え、生産工程の見直しや購買先の多様化を進めるなど製造原価

の低減を図りました。  

 その結果、当連結会計年度の売上高は3,867百万円（前連結会計年度比7.6％増）と前年の水準を上

回るまでに回復し、営業利益は30百万円（前連結会計年度は営業損失264百万円）、経常利益は31百

万円（前連結会計年度は経常損失356百万円）、当期純利益は5百万円（前連結会計年度は当期純損失

783百万円）となりました。  

 製品別売上の状況では、石英チューブ、ボート、ベルジャー等の火加工製品が799百万円（前連結

会計年度比20.3％減）、石英リング等の機械加工製品が1,513百万円（同6.9％減）、石英材料等を含

めた石英製品全体では2,440百万円（同12.2％減）となりました。  

 一方、シリコン製品はシリコン電極が389百万円（同22.9％増）、その他シリコン製品が806百万円

（同281.3％増）、セラミックスその他を含めたシリコン製品全体では1,234百万円（同117.6％増）

と好調だったことから、石英製品を含めた半導体製造装置用製品の合計は3,675百万円（同9.8％増）

となりました。  

 親会社ジーエルサイエンス株式会社へ供給しております理化学機器製品につきましてはセル製品が

53百万円（同11.0％減）、テドラーバックは31百万円（同22.8％減）となり、理化学機器製品全体と

いたしましては85百万円（同16.0％減）となりました。電化製品その他は前連結会計年度比27.7％減

少し106百万円となりました。  

 また、海外売上高の状況は中国が牽引するアジア市場における外需を取込み、当連結会計年度にお

ける海外売上高は1,592百万円（同132.2％増）となり、連結売上高に占める海外売上高の割合は

41.2％（前連結会計年度は19.1％）と大幅に増加しました。  

  

１. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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②次期の見通し 

日本経済は、アジア向け輸出の増加に伴う生産の増加や、設備投資に下げ止まりの兆しがみられ、

回復のすそ野が徐々に広がりつつありますが、所得の減少や失業率の高止まり、デフレリスクといっ

た下押し要因を抱え、本格的な回復にはまだ時間がかかるものと思われます。  

 半導体市場は、上半期においては引続き概ね回復基調を維持するものと思われますが、大手のファ

ウンドリー（半導体受託製造）やメモリーメーカーが新興国の好調な需要を背景に大型投資を再開し

ており、政策的な景気対策効果が剥落する下半期以降の需給バランスに不透明感が懸念されておりま

す。  

 このような事業環境の中で、当社グループは取引先とのネットワークを強化し、アジア市場の拡大

や新興国市場の成長に即応したグローバル戦略を構築し、既存顧客からのリピートオーダーに満足す

ることなく取引先開拓・深耕等、販路の拡大を図り、取扱い品目の増加、シェア拡大に全力で傾注し

業績の拡大に努めてまいります。  

 これにより、次期（平成23年3月期）の連結業績見通しにつきましては、売上高4,260百万円（前連

結会計年度比10.2％増）、営業利益187百万円(同516.3％増)、経常利益160百万円(同408.9％増)、当

期純利益152百万円(同2,562.7％増)を見込んでおります。  
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①資産、負債及び純資産の状況 

  
(資産の状況) 

当連結会計年度末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末に比べ30百万円増加して7,329百万円

となりました。これは受取手形及び売掛金が574百万円増加しましたが、現金及び預金が86百万円、

製品などのたな卸資産が191百万円及び有形固定資産が239百万円減少したことなどによるものであり

ます。  
  

(負債の状況) 

負債は、前連結会計年度末に比べ４百万円減少の2,567百万円となりました。これは支払手形及び

買掛金が157百万円、短期借入金70百万円、賞与引当金28百万円増加したものの、長期借入金が312百

万円減少したことなどによるものであります。 
  

(純資産の状況) 

純資産は、前連結会計年度末に比べ34百万円増加して4,761百万円となりました。これはその他有

価証券評価差額金及び為替換算調整勘定で28百万円増加したことなどによるものです。 

なお、自己資本比率は65.0％となっております。 

  

②キャッシュ・フローに関する分析 
  

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年

度末に比べ30百万円減少し610百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は、以下のとおりで

あります。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は254百万円(前連結会計年度に対して429百万

円の減少)となりました。 

これは主に減価償却費341百万円、売上債権の増加572百万円、たな卸資産の減少195百万円、仕入

債務の増加190百万円などによるものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は42百万円(前連結会計年度に対して40百万円

の増加)となりました。 

これは主に定期預金の払戻による収入599百万円、定期預金の預入による支出542百万円、有形固定

資産の取得による支出125百万円などであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は251百万円(前連結会計年度に対して38百万円

の減少)となりました。 

これは主に短期借入金の純減少額103百万円や長期借入金の返済による支出135百万円などによるも

のであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(注) 自己資本比率：自己資本÷総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産 

     債務償還年数：有利子負債÷営業キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー÷利払い 

１.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２.株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出し

ております。 

３.営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負

債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつ

いては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

  (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率(％) 63.4 68.0 64.8 65.0

時価ベースの自己資本比率(％) 51.3 44.5 39.0 41.0

債務償却年数(年) ─ 2.4 3.0 7.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) ─ 24.4 20.5 8.1
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当社は株主の皆様に対する安定的利益還元を経営の重要課題として認識しております。 

 さらに、自己資本の充実と長期にわたる収益力向上のため、経営基盤の充実を図るとともに、中長

期的な視野に立った配当水準の向上に取り組む方針であります。 

当期は受注の回復により通期業績では純利益を計上することができましたが、前期に大幅な純損失

を計上しており財務基盤の充実を図るため、期末配当金につきましては見送らせていただく予定であ

ります。 

 また、次期の配当につきましては、今後の業績の推移や財務内容等を総合的に勘案して決定いたし

たく、現段階では未定とさせていただきます。  

 なお、株主優待制度につきましては、引続き実施させていただく予定であります。  

  

  
近の有価証券報告書（平成21年６月19日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がな

いため開示を省略しています。 

  

  
該当事項はありません。 

  

当社グループには前連結会計年度から「売上高の著しい減少」及び「継続的な営業損失の発生」と

いう重要事象等が存在しておりました。そのため、それら事象等を解消するための対応を行い、継続

企業の前提に関する重要な不確実性は存在しないことを記載してまいりましたが、当期に入り受注は

急速に回復し、その後も順調であります。受注増加に伴い、売上高も増加し、固定費の削減効果もあ

って８月以降は単月ベースで営業利益を確保できる体制となりました。 

 また、現状の受注環境などから、今後も採算ラインを上回る売上高を確保できるものと思われるこ

と、さらには資金繰りも安定しており、前連結会計年度まで存在していた継続企業の前提に関する重

要な疑義は解消されております。 

  

  
近の有価証券報告書（平成21年６月19日提出）における「事業の内容」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しています。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等

２. 企業集団の状況
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上記(1)(2)につきましては、平成21年３月期決算短信（平成21年５月12日開示）により開示を行っ

た内容から重要な変更がないため開示を省略しています。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

(当社ホームページ) 

    http://www.techno-q.com 

(大阪証券取引所ホームページ(「ＪＤＳ」検索ページ)) 

    http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

  

  
日本経済はアジアや新興国を重要な基盤とする経済構造に急速に変わりつつあり、半導体産業の再

編成が進むなかで、当社が国内での淘汰を生き残り同業他社との差別化を図っていくためには、世界

半導体市場の50％を越えてなおも成長し続けているアジア市場（日本を含めると70％の市場）におい

て、一定の地位を築いていくことが不可欠となります。従いまして、中国子会社杭州工場の生産能力

向上が喫緊の課題となってまいります。 

 このような状況のなか、当社グループは2010年度をスタートとする中期計画（３ヵ年）を策定いた

しました。 

 主な具体的施策は以下のとおりであります。 

  

・ 中期計画の実効性を確保するため、新たにビジネスユニット制を導入し、収益管理及び効率的な

資源配分を機動的に行い、計画達成に向けた責任体制を明確にいたします。  

・ 変動の激しい半導体部門のシェア拡大にとどまらず安定収益源確保のため、当社の特異性を生か

せる新たな成長分野（ＦＰＤ、ソーラー、ＬＥＤ）への参入を図り、多角的・安定的な経営を目

指してまいります。  

・ 超精密加工技術を習得し難易度の高い製品の開発・製造をとおしてコア・コンピタンスを創出し

同業他社との差別化を図ってまいります。  

・ コスト競争力を確保するため、国内においてはファブライト、アセットライトを推進し、パート

ナー戦略として優秀な協力会社の確保と、グローバル戦略として中国子会社の生産体制の強化・

拡充を図ってまいります。  

・ 既存市場への深耕を図るためシリコンの拡散接合技術の確立と機能性製品やセラミックス製品の

拡販体制の構築、溶融接合技術の自動化による再生品ビジネスへの取り組みを強化してまいりま

す。また、石英コーティング技術は、その目的が汚染拡散防止から対プラズマ性の向上へ移行し

つつあり、新しいコーティング技術の提供をユーザーとの共同開発プロジェクトとして推進し、

イノベーションによる差別化を図ってまいります。 

・ 生産部門におきましては、ゼロベースで業務プロセスを見直し工程設計の再構築と工数低減を図

り、 先端のテクノロジーに挑戦し製造原価の低減を目指してまいります。 

・ 原材料の調達につきましては、安定調達とコスト競争力の確保を条件に品質及び価格面における

材料の研究を進め、仕入先の多様化を図ってまいります。  

・ 先端のテクノロジーに挑戦しソリューションビジネスを展開していくためには、優秀な技術者

の育成・確保が重要となります。ＯＪＴや社内教育体制の整備、適材適所のローテーション人事

等によりエンジニアの技術レベルの向上、ノウハウの共有化に努めてまいります。特に中国子会

社は人材の定着化のハードルが高いこともあり、コピーイグザクトリーの観点から、より一層優

秀な人材の確保、育成、定着が図れる環境作りに努めてまいります。 

  
  

３. 経営方針

(1) 経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題
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４．【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,107,951 1,021,128

受取手形及び売掛金 897,291 1,471,320

製品 317,387 192,647

仕掛品 400,046 417,712

原材料及び貯蔵品 509,153 424,402

その他 44,054 42,563

貸倒引当金 △3,905 △4,462

流動資産合計 3,271,978 3,565,313

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,113,827 3,122,467

減価償却累計額 △1,635,577 △1,741,242

建物及び構築物（純額） 1,478,250 1,381,225

機械装置及び運搬具 3,028,353 3,028,956

減価償却累計額 △1,936,715 △2,067,429

機械装置及び運搬具（純額） 1,091,637 961,526

土地 1,068,870 1,068,870

リース資産 91,728 91,728

減価償却累計額 △498 △11,355

リース資産（純額） 91,230 80,372

建設仮勘定 17,246 19,763

その他 306,796 306,043

減価償却累計額 △268,129 △271,883

その他（純額） 38,667 34,160

有形固定資産合計 3,785,901 3,545,918

無形固定資産 42,234 38,400

投資その他の資産

投資有価証券 81,923 95,467

長期貸付金 3,480 3,530

その他 128,090 95,712

貸倒引当金 △14,540 △15,260

投資その他の資産合計 198,953 179,449

固定資産合計 4,027,089 3,763,768

資産合計 7,299,067 7,329,082
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 222,555 380,340

短期借入金 719,025 789,600

リース債務 12,498 12,498

未払法人税等 8,830 11,135

賞与引当金 33,814 62,668

その他 68,873 155,710

流動負債合計 1,065,597 1,411,954

固定負債

長期借入金 1,321,687 1,009,399

リース債務 88,783 76,285

退職給付引当金 66,745 44,918

役員退職慰労引当金 27,993 23,939

繰延税金負債 1,378 1,066

固定負債合計 1,506,588 1,155,608

負債合計 2,572,186 2,567,562

純資産の部

株主資本

資本金 829,350 829,350

資本剰余金 1,015,260 1,015,260

利益剰余金 2,970,492 2,976,224

自己株式 △32,275 △32,275

株主資本合計 4,782,828 4,788,560

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,979 6,563

為替換算調整勘定 △50,967 △33,604

評価・換算差額等合計 △55,947 △27,040

純資産合計 4,726,881 4,761,519

負債純資産合計 7,299,067 7,329,082
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(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

売上高 3,595,666 3,867,411

売上原価 2,981,023 3,025,481

売上総利益 614,642 841,929

販売費及び一般管理費

給料及び手当 242,372 194,796

賞与引当金繰入額 10,538 20,970

退職給付費用 24,206 3,744

役員退職慰労引当金繰入額 7,044 7,089

貸倒引当金繰入額 16,717 1,147

支払手数料 89,750 －

販売促進費 － 86,469

その他 488,430 497,344

販売費及び一般管理費合計 879,059 811,563

営業利益又は営業損失（△） △264,417 30,366

営業外収益

受取利息 2,849 1,517

受取配当金 2,074 1,060

受取保険金 6,346 23,905

助成金収入 － 15,532

業務受託料 2,168 2,276

その他 3,430 4,149

営業外収益合計 16,869 48,441

営業外費用

支払利息 33,576 31,431

為替差損 49,965 325

売上割引 － 11,367

支払手数料 14,156 －

貸倒引当金繰入額 － 900

その他 11,209 3,225

営業外費用合計 108,907 47,250

経常利益又は経常損失（△） △356,455 31,557

特別損失

固定資産売却損 6,090 －

固定資産除却損 6,220 12,901

割増退職金 55,565 3,461

たな卸資産評価損 273,272 －

投資有価証券評価損 17,961 －

会員権評価損 － 2,290

その他 2,000 1,000

特別損失合計 361,110 19,653

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△717,566 11,904

法人税、住民税及び事業税 7,421 6,484

法人税等調整額 58,294 △311

法人税等合計 65,715 6,172

当期純利益又は当期純損失（△） △783,281 5,731
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 829,350 829,350

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 829,350 829,350

資本剰余金

前期末残高 1,015,260 1,015,260

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,015,260 1,015,260

利益剰余金

前期末残高 3,831,756 2,970,492

当期変動額

剰余金の配当 △77,982 －

当期純利益又は当期純損失（△） △783,281 5,731

当期変動額合計 △861,263 5,731

当期末残高 2,970,492 2,976,224

自己株式

前期末残高 △1,943 △32,275

当期変動額

自己株式の取得 △30,332 －

当期変動額合計 △30,332 －

当期末残高 △32,275 △32,275

株主資本合計

前期末残高 5,674,424 4,782,828

当期変動額

剰余金の配当 △77,982 －

当期純利益又は当期純損失（△） △783,281 5,731

自己株式の取得 △30,332 －

当期変動額合計 △891,595 5,731

当期末残高 4,782,828 4,788,560

－12－ （TQ）

テクノクオーツ株式会社(5217)平成22年３月期　決算短信



(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 14,363 △4,979

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△19,342 11,543

当期変動額合計 △19,342 11,543

当期末残高 △4,979 6,563

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △8,154 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

8,154 －

当期変動額合計 8,154 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定

前期末残高 160,868 △50,967

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△211,836 17,362

当期変動額合計 △211,836 17,362

当期末残高 △50,967 △33,604

評価・換算差額等合計

前期末残高 167,076 △55,947

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△223,023 28,906

当期変動額合計 △223,023 28,906

当期末残高 △55,947 △27,040

純資産合計

前期末残高 5,841,500 4,726,881

当期変動額

剰余金の配当 △77,982 －

当期純利益又は当期純損失（△） △783,281 5,731

自己株式の取得 △30,332 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △223,023 28,906

当期変動額合計 △1,114,619 34,637

当期末残高 4,726,881 4,761,519
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△717,566 11,904

減価償却費 371,682 341,588

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,595 1,276

賞与引当金の増減額（△は減少） △59,373 28,854

退職給付引当金の増減額（△は減少） 39,317 △21,826

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,532 △4,053

受取利息及び受取配当金 △4,924 △2,578

支払利息 33,576 31,431

為替差損益（△は益） 36,523 △15,779

割増退職金 55,565 3,461

固定資産売却損益（△は益） 6,090 －

会員権評価損 － 2,290

固定資産除却損 6,220 12,901

投資有価証券評価損益（△は益） 17,961 －

売上債権の増減額（△は増加） 675,079 △572,630

たな卸資産の増減額（△は増加） 434,690 195,378

仕入債務の増減額（△は減少） △72,504 190,173

その他 △66,546 91,648

小計 759,855 294,039

利息及び配当金の受取額 5,269 2,630

利息の支払額 △33,402 △31,553

割増退職金の支払額 △55,565 △3,461

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 8,381 △6,729

営業活動によるキャッシュ・フロー 684,538 254,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △346,100 △542,700

定期預金の払戻による収入 328,000 599,200

有形固定資産の取得による支出 △59,200 △125,916

有形固定資産の売却による収入 603 －

無形固定資産の取得による支出 － △131

投資有価証券の取得による支出 △2,067 △2,000

貸付けによる支出 － △800

貸付金の回収による収入 650 750

その他 △4,910 28,776

投資活動によるキャッシュ・フロー △83,024 △42,821
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 150,368 △103,668

長期借入れによる収入 1,350,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,604,724 △135,357

自己株式の取得による支出 △30,332 －

リース債務の返済による支出 △498 △12,498

配当金の支払額 △77,940 △430

財務活動によるキャッシュ・フロー △213,126 △251,953

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,835 9,528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 390,221 △30,322

現金及び現金同等物の期首残高 250,129 640,351

現金及び現金同等物の期末残高 640,351 610,028
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    該当事項はありません。 

  

  
近の有価証券報告書（平成21年６月19日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省

略しております。 

  

  
    該当事項はありません。 

  

   なお、下記のとおり「表示方法の変更」を行っております。 

 
  

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結貸借対照表) 

  財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されたものは、当連結会計年度から「製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しておりま

す。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」はそれぞれ

461,437千円、715,727千円、530,497千円であります。 

 

──────────────

 

（連結損益計算書) 

１．前連結会計年度において販売費及び一般管理費の

「その他」に含めて表示しておりました「支払手数

料」は「販売費及び一般管理費」の10/100を超えたた

め、当連結会計年度は区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度における金額は以下のとおり

であります。

支払手数料 85,425千円

２．前連結会計年度で「その他」に含めて表示してお

りました「業務受託料」は「営業外収益」の10/100を

超えたため、当連結会計年度は区分掲記しておりま

す。 

 なお、前連結会計年度における金額は以下のとおり

であります。

業務受託料 2,492千円

 

 

（連結損益計算書) 

１．前連結会計年度において販売費及び一般管理費の

「その他」に含めて表示しておりました「販売促進

費」は「販売費及び一般管理費」の10/100を超えたた

め、当連結会計年度は区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度における金額は以下のとおり

であります。

販売促進費 41,990千円

２．前連結会計年度で「その他」に含めて表示してお

りました「売上割引」は「営業外費用」の10/100を超

えたため、当連結会計年度は区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度における金額は以下のとおり

であります。

売上割引 9,604千円
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以下の注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を

省略しております。 

・連結貸借対照表関係 

・連結損益計算書関係 

・連結株主資本等変動計算書関係 

・連結キャッシュ・フロー計算書関係 

・リース取引関係 

・関連当事者情報 

・税効果会計関係 

・金融商品関係 

・有価証券関係 

・デリバティブ取引関係 

・退職給付関係 

・ストック・オプション等関係 

・企業結合等関係 

・賃貸等不動産関係 

なお、当該注記事項に関しては、平成22年６月18日提出予定の有価証券報告書に記載いたしますの

で、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」(EDINET)で

ご覧いただくことができます。 

  

(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(開示の省略)
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める半導体事

業の割合が、いずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める半導体事

業の割合が、いずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 3,583,458 12,207 3,595,666 ─ 3,595,666

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ 1,125,523 1,125,523 (1,125,523) ─

計 3,583,458 1,137,731 4,721,189 (1,125,523) 3,595,666

  営業費用 3,939,280 1,087,466 5,026,746 (1,166,663) 3,860,083

  営業利益又は営業損失(△) △355,821 50,264 △305,556 41,139 △264,417

Ⅱ 資産 6,116,380 1,515,398 7,631,779 (332,711) 7,299,067

(注) 1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2.本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……中国

3.(会計方針の変更)
当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業
会計基準第９号)を適用しております。この変更により、従前の方法によった場合と比較して、当連結会計
年度における「日本」の営業損失が63,353千円増加し、「アジア」の営業利益が10,808千円減少しておりま
す。

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 3,858,597 8,814 3,867,411 ─ 3,867,411

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ 769,435 769,435 (769,435) ─

計 3,858,597 778,249 4,636,847 (769,435) 3,867,411

  営業費用 3,779,222 811,694 4,590,917 (753,872) 3,837,045

  営業利益又は営業損失(△) 79,374 △33,444 45,929 (15,563) 30,366

Ⅱ 資産 6,310,704 1,396,129 7,706,833 (377,751) 7,329,082

(注) 1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2.本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……中国
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【海外売上高】

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

アメリカ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 546,939 138,849 685,788

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 3,595,666

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

15.2 3.9 19.1

(注) 1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2.本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アメリカ

(2) その他の地域……シンガポール、台湾、韓国、中国、イタリア、ドイツ

3.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

アメリカ アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 829,742 762,703 1,592,445

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 3,867,411

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

21.5 19.7 41.2

(注) 1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2.当連結会計年度より、表示上の重要性が増したため、前連結会計年度まで「その他の地域」と表示し
ていたものを「アジア」に変更しております。なお、「アジア」に含めて表示している主な国に変更
はありません。

3.本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アメリカ

(2) アジア……シンガポール、台湾、韓国、中国

4.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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    該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 610円61銭 １株当たり純資産額 615円08銭

１株当たり当期純損失 100円94銭 １株当たり当期純利益 0円74銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり当期純損失の算定上の基礎

 連結損益計算書上の当期純損失 783,281千円

 普通株式に係る当期純損失 783,281千円

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

  該当事項はありません。

 普通株式の期中平均株式数 7,759,683株

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

 連結損益計算書上の当期純利益 5,731千円

 普通株式に係る当期純利益 5,731千円

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 7,741,200株

(重要な後発事象)
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(注) 1.品目間の取引については、相殺消去しております。 

 2.金額は販売価格によっております。 

 3.金額は消費税等を含んでおりません。 

  

  

 
(注) 1.品目間の取引については、相殺消去しております。 

 2.金額は消費税等を含んでおりません。 

  

  

 
(注) 1.品目間の取引については、相殺消去しております。 

 2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
 3.金額は消費税等を含んでおりません。 

  
  

５．生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

品目 生産高（千円） 前年同期比(％)

 半導体製造装置用製品 3,494,725 95.5

 理化学機器用製品 81,774 80.3

 電化製品その他 51,120 68.8

合計 3,627,620 94.6

(2) 受注実績

品目 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

半導体製造装置用製品 4,472,111 162.4 1,250,071 275.6

理化学機器用製品 89,230 87.8 10,047 157.1

電化製品その他 106,184 72.0 13,497 100.0

合計 4,667,525 155.4 1,273,615 269.0

(3) 販売実績

品目 販売高(千円) 前年同期比(％)

半導体製造装置用製品 3,675,649 109.8

理化学機器用製品 85,578 84.0

電化製品その他 106,183 72.3

合計 3,867,411 107.6

相手先 前連結会計年度(千円) 割合(％) 当連結会計年度(千円) 割合(％)

Applied Materials,  Inc. 538,357 15.0 824,198 21.3

Taiｗan Semiconductor 
Manufacturing Co.,Ltd.

76,578 2.1 676,841 17.5
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６．【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,015,847 957,189

受取手形 67,444 53,268

売掛金 730,081 1,418,561

製品 193,690 208,160

仕掛品 274,677 257,631

原材料及び貯蔵品 519,781 348,043

前払費用 16,031 15,006

未収入金 19,089 55,848

関係会社短期貸付金 100,000 100,000

その他 1,663 1,081

貸倒引当金 △4,024 △4,670

流動資産合計 2,934,282 3,410,121

固定資産

有形固定資産

建物 2,542,495 2,545,798

減価償却累計額 △1,347,190 △1,422,463

建物（純額） 1,195,305 1,123,334

構築物 199,713 199,713

減価償却累計額 △174,932 △180,049

構築物（純額） 24,781 19,664

機械及び装置 1,828,033 1,768,252

減価償却累計額 △1,479,962 △1,492,175

機械及び装置（純額） 348,070 276,076

車両運搬具 9,538 9,538

減価償却累計額 △8,956 △9,179

車両運搬具（純額） 581 358

工具、器具及び備品 259,105 254,888

減価償却累計額 △231,378 △230,784

工具、器具及び備品（純額） 27,727 24,104

土地 1,068,870 1,068,870

リース資産 91,728 91,728

減価償却累計額 △498 △11,355

リース資産（純額） 91,230 80,372

建設仮勘定 16,640 19,763

有形固定資産合計 2,773,208 2,612,543

無形固定資産

ソフトウエア 722 416

電話加入権 3,595 3,595

リース資産 5,229 4,183

その他 589 494

無形固定資産合計 10,137 8,689
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 81,923 95,467

関係会社出資金 1,355,507 1,355,507

従業員に対する長期貸付金 3,480 3,530

関係会社長期貸付金 200,000 100,000

破産更生債権等 14,645 14,352

長期前払費用 3,997 2,979

保険積立金 80,447 60,725

その他 28,999 17,654

貸倒引当金 △14,740 △15,360

投資その他の資産合計 1,754,261 1,634,857

固定資産合計 4,537,606 4,256,090

資産合計 7,471,888 7,666,211

負債の部

流動負債

支払手形 154,096 223,366

買掛金 48,638 271,120

短期借入金 583,668 480,000

1年内返済予定の長期借入金 123,357 97,600

1年内返済予定の関係会社長期借入金 12,000 212,000

リース債務 12,498 12,498

未払金 6,161 5,291

未払費用 47,456 141,042

未払法人税等 8,830 11,135

未払消費税等 4,492 －

預り金 7,375 3,088

賞与引当金 33,814 62,668

その他 1,431 1,163

流動負債合計 1,043,821 1,520,976

固定負債

長期借入金 283,000 185,400

関係会社長期借入金 1,038,000 826,000

リース債務 88,783 76,285

退職給付引当金 66,745 44,918

役員退職慰労引当金 27,993 23,939

繰延税金負債 1,378 1,066

固定負債合計 1,505,900 1,157,609

負債合計 2,549,722 2,678,585
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 829,350 829,350

資本剰余金

資本準備金 1,015,260 1,015,260

資本剰余金合計 1,015,260 1,015,260

利益剰余金

利益準備金 161,637 161,637

その他利益剰余金

圧縮記帳積立金 2,032 1,573

別途積立金 3,750,000 2,950,000

繰越利益剰余金 △798,860 55,515

利益剰余金合計 3,114,810 3,168,726

自己株式 △32,275 △32,275

株主資本合計 4,927,145 4,981,062

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,979 6,563

評価・換算差額等合計 △4,979 6,563

純資産合計 4,922,166 4,987,626

負債純資産合計 7,471,888 7,666,211
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 3,583,458 3,858,597

売上原価

製品期首たな卸高 293,918 193,690

当期製品仕入高 886,465 1,009,227

当期製品製造原価 2,260,582 2,063,645

合計 3,440,966 3,266,562

他勘定振替高 82,201 11,717

製品期末たな卸高 193,690 208,160

売上原価合計 3,165,075 3,046,685

売上総利益 418,383 811,912

販売費及び一般管理費

販売促進費 41,990 86,469

販売手数料 － 51,631

貸倒引当金繰入額 16,383 658

役員報酬 66,853 57,391

給料及び手当 229,296 183,627

賞与引当金繰入額 10,538 20,970

役員退職慰労引当金繰入額 7,044 7,089

旅費及び交通費 48,239 36,038

支払手数料 78,487 51,240

地代家賃 47,815 31,627

運賃及び荷造費 27,617 35,018

減価償却費 15,669 14,692

その他 184,270 156,081

販売費及び一般管理費合計 774,205 732,537

営業利益又は営業損失（△） △355,821 79,374

営業外収益

受取利息 10,610 6,840

受取配当金 2,074 1,060

受取保険金 6,346 23,905

助成金収入 － 15,532

その他 5,117 5,833

営業外収益合計 24,149 53,172

営業外費用

支払利息 33,576 31,455

支払手数料 14,156 －

為替差損 10,831 5,874

売上割引 9,604 11,367

貸倒引当金繰入額 － 900

その他 1,604 3,224

営業外費用合計 69,773 52,821

経常利益又は経常損失（△） △401,445 79,725
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別損失

固定資産除却損 6,220 12,884

固定資産売却損 5,835 －

たな卸資産評価損 273,272 －

投資有価証券評価損 17,961 －

割増退職金 55,565 3,461

会員権評価損 － 2,290

その他 2,000 1,000

特別損失合計 360,854 19,636

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △762,300 60,089

法人税、住民税及び事業税 7,421 6,484

法人税等調整額 58,294 △311

法人税等合計 65,715 6,172

当期純利益又は当期純損失（△） △828,015 53,916
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 829,350 829,350

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 829,350 829,350

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,015,260 1,015,260

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,015,260 1,015,260

資本剰余金合計

前期末残高 1,015,260 1,015,260

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,015,260 1,015,260

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 161,637 161,637

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 161,637 161,637

その他利益剰余金

圧縮記帳積立金

前期末残高 2,626 2,032

当期変動額

圧縮記帳積立金の取崩 △593 △459

当期変動額合計 △593 △459

当期末残高 2,032 1,573

別途積立金

前期末残高 3,800,000 3,750,000

当期変動額

別途積立金の取崩 △50,000 △800,000

当期変動額合計 △50,000 △800,000

当期末残高 3,750,000 2,950,000
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

繰越利益剰余金

前期末残高 56,543 △798,860

当期変動額

剰余金の配当 △77,982 －

当期純利益又は当期純損失（△） △828,015 53,916

圧縮記帳積立金の取崩 593 459

別途積立金の取崩 50,000 800,000

当期変動額合計 △855,404 854,375

当期末残高 △798,860 55,515

利益剰余金合計

前期末残高 4,020,807 3,114,810

当期変動額

剰余金の配当 △77,982 －

当期純利益又は当期純損失（△） △828,015 53,916

圧縮記帳積立金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

当期変動額合計 △905,997 53,916

当期末残高 3,114,810 3,168,726

自己株式

前期末残高 △1,943 △32,275

当期変動額

自己株式の取得 △30,332 －

当期変動額合計 △30,332 －

当期末残高 △32,275 △32,275

株主資本合計

前期末残高 5,863,475 4,927,145

当期変動額

剰余金の配当 △77,982 －

当期純利益又は当期純損失（△） △828,015 53,916

自己株式の取得 △30,332 －

当期変動額合計 △936,329 53,916

当期末残高 4,927,145 4,981,062
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 14,363 △4,979

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△19,342 11,543

当期変動額合計 △19,342 11,543

当期末残高 △4,979 6,563

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △8,154 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

8,154 －

当期変動額合計 8,154 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計

前期末残高 6,208 △4,979

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△11,187 11,543

当期変動額合計 △11,187 11,543

当期末残高 △4,979 6,563

純資産合計

前期末残高 5,869,683 4,922,166

当期変動額

剰余金の配当 △77,982 －

当期純利益又は当期純損失（△） △828,015 53,916

自己株式の取得 △30,332 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,187 11,543

当期変動額合計 △947,517 65,459

当期末残高 4,922,166 4,987,626
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    該当事項はありません。 

  

      該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

７．その他
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